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ネットワーク大学
コンソーシアム岐阜では
大学の授業を高校生や社会人
の方に公開しています。サテライト会場での
対面授業やインターネットを利用した自宅等での
eラーニングにより受講できる授業を開講しています。

あなたの学ぶ意欲に大学が応えます！

社会人公開授業の科目案内
ネットワーク大学コンソーシアム岐阜では，加盟する高等教育機関が提供する授業科目を社会人
（一部は高校生）に公開しています。
授業科目ごとに開講日と受講方法が異なりますので，確認のうえお申込みください。
各科目の詳細は，ネットワーク大学コンソーシアム岐阜のホームページをご覧いただくか，事務室まで
お問い合わせください。
なお，開講日程および講義内容等は，事情により変更される場合がありますことをご了承願います。

★がついた授業科目は高校生の受講も可能です。
外国語と地域の方言
岐阜大学 地域協学センター
大宮 康一（おおみや こういち）准教授
開講日：毎週月曜 8:00-9:30
初回講義予定：4月16日
聴講方法：対面
会場：岐阜大学サテライトキャンパス
5月2日（水）にも授業を行います。

★
この授業では，言語一般に関する
知識を習得するとともに，外国語
であるアイスランド語を中心とした北
欧諸語を初歩的に学び，外国語
と日本語，地域の方言（主に岐
阜），自身の方言を客観的な視
点で観察し，その違いや特徴を発
見，理解できることを目指します。
そして，外国語を知ることが，自身
の母語や方言の客観的な理解につ
ながることを学びます。

岐阜の自然（地質･活断層と水環境）
岐阜大学 工学部
大谷 具幸（おおたに ともゆき）教授
ほか
開講日：毎週火曜 14:45-16:15
初回講義予定：4月17日
聴講方法：対面
会場：岐阜大学
講義は全11回であり，残りは博物
館実習を行います。講義で紹介す
る博物館の中から１ヶ所を選んで，
見学を行い，レポートを作成します。
なお，見学する経費と保険は自己
負担です。

岐阜県には，日本の縮図とも呼
ぶべき地質や活断層，水環境
があります。地質では日本最古
の石，日本最古の地層があり，
活断層では1891年濃尾地震
のときに動いた根尾谷断層が世
界に紹介され，その後の地震の
理解に大きく貢献しました。水環
境では，清流長良川などの源
流から河口までがあり，地下水
に恵まれた地域でもあります。こ
れらの豊かな自然について理解
を深めるとともに，私たちの身近
に潜んでいる問題点を学びます。

美術論（美術史） ★
美術というと絵を描くことを思い浮
岐阜大学 教育学部
野村 幸弘（のむら ゆきひろ）教授 かべる人が多いかもしれませんが，
開講日：毎週火曜 8:45-10:15 ここでは美術作品を徹底的に見
ることを学びます。その意味で，
初回講義予定：4月17日
この講義は美術史学の入門的
聴講方法：対面又はｅラーニング な性格をもっています。
会場：岐阜大学
美術作品は各個人が自由に見
ていいのですが，作品には見方
があります。その見方を学ぶことで，
美術作品がいかに多くのことを語
りかけてくるかに気付くに違いあり
ません。

ひろがる学び，つながる学び
岐阜大学 教育推進・学生支援機構
廣内 大輔（ひろうち だいすけ）准教授
開講日：毎週火曜 8:00-9:30
初回講義予定：4月17日
聴講方法：対面
会場： 岐阜大学サテライトキャンパス

社会人の方にも，きっと役立つ
情報が盛りだくさんです！大学
生としての学び方を身に付け，
かつ卒業後も自ら学び続けるた
めの力を養うための科目です。
本の読み方・探し方，レポート
の書き方などを学び，そして大
学教育の意義とは何かについて
通常の1時限目より早い時間帯に行 議論を深めます。イキイキと勉強
う早朝授業です。下記の2冊を各自 するためのコツや大学の活用法
でご準備願います。吉野源三郎『君 について，大学生と一緒に考え
たちはどう生きるか』岩波書店（岩 てみませんか。社会人の皆様の
波文庫）。苅谷剛彦『知的複眼思 受講を大歓迎します。

考法』講談社（講談社+α文庫）。

現代医療の最前線

フューチャーセンター入門

岐阜大学 医学部
國貞 隆弘（くにさだ たかひろ）教授
ほか
開講日：毎週水曜 8:45-10:15
初回講義予定：4月11日
聴講方法：対面
会場：岐阜大学

岐阜大学 地域協学センター
益川 浩一（ますかわ こういち）教授
ほか
開講日：毎週月曜 16:3018:00
初回講義予定：4月16日
聴講方法：対面
主会場：岐阜大学
5月2日（水）にも授業を行いま
す。講義内容(実践)によっては学
外で行うことがあります。実践・演
習の実施状況に応じて変則的に
開講することもあります。

5月2日（水）は授業が行われません。

現代医療の最先端について各分
野の専門家がわかりやすく講義し，
21世紀の医療の可能性とあるべき
姿を展望します。講義を通じ，自ら
の健康について考え，今後の生活
に役立たせることにも留意します。
講義は個別の先端的医療の紹介
が中心ですが，システムとしての日
本の医療を感じ取り，自ら必要な
情報を得るなどして，現代医療を
担う主体である患者として自覚した
行動がとれることを目指します。

★

★

フューチャーセンターとは，多様な
人たちが集まり複雑化したテーマ
(課題)について，未来志向・未
来の価値の創造といった視点か
ら議論する対話の場のことを指し
ます。座学とグループワークを軸と
し，基本的な知識や手法，基
礎的な素養を習得して，地域
の人たちとの対話の場を実践しま
す。身近にある課題の抽出，解
決に向けた対話の場の活用方
法や有効性について理解を深め，
実践力を身につけます。

岐阜にまつわる東洋史

★

毎回レジュメを配布して授業を
岐阜大学 地域協学センター
塚本 明日香 （つかもと あすか）助教 行います。初回はガイダンスとレ
開講日： 毎週火曜 16:30-18:00 ポートの書き方のみ。2回目以
降，岐阜の由来とされる「岐
初回講義予定：4月17日
山」と「曲阜」にまつわる古代中
聴講方法：対面
国史（主に春秋戦国時代），
会場：岐阜大学
仏教伝来と仏教建築，日本
の中近世の技術史を主に扱い
ます。扱う対象を日本に移して
からは関連する岐阜の各所を
適宜紹介します。

化学Ⅰ

★

身のまわりの物質や化学現象に関
心を持つことは，現代社会を知る
岐阜大学 地域科学部
上で最も大切なテーマのひとつです。
和佐田 裕昭（わさだ ひろあき）教授 この授業では，化学の基礎として，
開講日：毎週金曜 10:30-12:00 主に以下のような項目を取り上げま
初回講義予定：4月13日
す。
１．化学現象の本質
聴講方法：対面
２．波動関数
会場：岐阜大学
３．原子軌道
教科書を購入してください。『基礎量 ４．イオン化エネルギーと電子親和力
子化学』 友田修司 東京大学出 ５．電気陰性度
６．分子軌道
版会 2007 ISBN：
9784130625043 授業に際して， ７．軌道相互作用
教科書とは別に解説を配布します。 ８．化学結合
９．分子のモデルとしての井戸型
ポテンシャル

言語学

岐阜大学 地域科学部
橋本 永貢子（はしもと えくこ）教授
開講日：毎週金曜 13:00-14:30
初回講義予定：4月13日
聴講方法：対面
会場：岐阜大学
随時資料を配布します。

線形代数Ⅰ

同じ言語の話し手であっても，言
語体系や言語知識は必ずしも同
じではありません。実際の言語運
用は，社会的な属性や具体的な
場面での役割という社会的な要
因に影響されるからです。こうした
観点から，本授業では，主として
日本語について，地域や年齢，
性別などの社会的要因との関わり
を見ていきます。また，一つの言語
現象についてそれに関わる社会的
要因をグループごとに分析し，発
表してもらいます。

★

岐阜大学 地域科学部
和佐田 裕昭（わさだ ひろあき）教授
開講日：毎週金曜 13:00-14:30
初回講義予定：4月13日
聴講方法：対面
会場：岐阜大学
教科書を購入してください。『改訂
版 すぐわかる線形代数』 石村園
子 東京図書 2012 ISBN：
9784489021381 授業に際して，
教科書とは別に解説を配布します。

大学以降の数学では，微分積
分学と線形代数学のふたつの分
野が基礎となります。この授業で
は，線形代数学分野について解
説し，その後のさまざまな専門分
野で必要となる数学的な基礎知
識を習得します。
この授業で取り上げる主な項目を
以下に示します。
１．行列の積と和
２．行列と連立一次方程式の関係
３．行列式
４．逆行列
５．連立一次方程式の解法
６．連立一次方程式の性質

地球環境論

★

言語学の基礎を統語論を中心
に習得します。数回に渡り，その
内容の理解を深めるために，練
習問題に取り組みます。練習問
題を通して，日本語，英語，
モンゴル語，スゥエーデン語，フ
ランス語，中国語，ドイツ語など
の文の基本構造が描けるように
教科書と宿題は，電子メールを通 なります。

岐阜大学 地域科学部
牧 秀樹（まき ひでき）教授
開講日：毎週木曜 8:45-10:15
初回講義予定：4月12日
聴講方法：対面
会場：岐阜大学
して，私が作成したプリントを配布
します。電子メールで教材と宿題
が受信でき，それを印刷できるよう
にしておいてください。

視聴覚教育メディア

社会言語学

★

岐阜大学 教育学部
加藤 直樹（かとう なおき）教授
開講日：4月28日，5月19日，
6月23日，7月21日（各日とも
8:45-12:00)
初回講義予定：4月28日
聴講方法：対面＋ｅラーニング
会場：岐阜大学サテライトキャンパス

視聴覚教育におけるメディアの活用
について，教育方法の史的展開か
らの位置づけを概観します。さらに，
情報メディアの進展と教育での活用
について検討するとともに，学習理
論を背景として教育的に意味づけ
られていることを理解します
また，知識基盤社会における情報
教育について検討することで，育成
すべき能力からの授業を考えるとと
対面授業を土曜日に実施します。な もに，メディアセンターの考え方を理
お，この間の日程でビデオを利用した 解します。
e-Learningを8時限分を実施しま 適宜課題を示し，グループワーク等の活
動による学修を求めます。
す。

岐阜薬科大学 衛生学研究室 地球環境問題を抱えるに至った経
井戸 章子（いど あきこ）助教 緯，過去の環境(公害)問題の歴
史を振り返り，これをどう解決して
ほか
きたかを学びます。そして現在，
開講日：毎週火曜 10:40-12:10 我々が抱えている地球環境問題
初回講義予定：4月10日
の成因，影響，対策等について
学びます。
聴講方法：対面
会場： 岐阜薬科大学
三田洞キャンパス
教科書：「新 環境と生命」（三
共出版）

薬用植物学
岐阜薬科大学 薬草園研究室 薬物療法の出発点でもある薬用
酒井 英二（さかい えいじ）教授 植物学を講述します。薬用植物
を他の植物と区別し理解するため
開講日：毎週月曜 10:40に植物形態学と植物分類学の基
12:10
礎を解説し，日本薬局方収載の
初回講義予定：4月9日
薬用植物を例に，医療に利用さ
聴講方法：対面
れる植物の分類，形態，生産，
会場：岐阜薬科大学
薬効などについて述べます。さらに
三田洞キャンパス
民間薬・漢方薬などの代替医療
教科書：「薬用植物学」（南江
堂）

についても解説します。

日本教育史Ⅰ

ＮＰＯコミュニティ論

身の回りにある生活課題の解決
のため，地域では様々な実践が
見られます。地域社会に関わる
政策や実践例を通じて，互いに
助け合いながら安心して暮らせる
地域づくり・まちづくりについて学び
ます。
この授業で所定のレポートについ
て合格し，別途申込みを行うと，
「岐阜県コミュニティ診断士」認定
試験の受験資格が得られます
（申込受付9月，認定試験10
～11月を予定）。

岐阜経済大学 経済学部
菊本 舞（きくもと まい）准教授
ほか
開講日：毎週木曜 14:40-16:10
初回講義予定：4月12日
聴講方法：対面又はｅラーニング
会場：岐阜経済大学
ｅラーニングは毎週金曜日更新。
平成30年度コンテンツ。

社会政策

現在生じている教育問題に対して
先入観に捉われることなく，相対
朝日大学 教職課程センター
山下 廉太郎（やました れんたろう） 的・客観的にその事象を省察する
必要があります。このような際の手
准教授
がかりを提供するものが，教育の
開講日：毎週水曜 13:10-14:40 歴史を学ぶことにあります。この講
初回講義予定：4月11日
義では，古代から近世までの教
聴講方法：対面
育の歴史，とりわけ近世教育史
会場：朝日大学穂積キャンパス
を取り上げ，その基本的知識を
習得し，さらには史資料講読を
通じて，専門的内容まで理解す
ることを目的とします。

4月18日（水）は休講日です。テキスト：高橋敏『江戸の教育力』
筑摩書房，2007年。参考書：江藤恭二ほか『新版 子どもの教育
の歴史』名古屋大学出版会，2008年。佐藤環編著『日本の教育
史』あいり出版，2013年。その他，授業中に適宜紹介します。
民法に見られる各種規定も，近
代化へのプロセスの中から19世紀
に生じたものである点に注目すれ
朝日大学 法学部
ば，法思想史は決して過ぎ去っ
岡嵜 修（おかざき おさむ）教授 た昔話をするための講座ではあり
開講日：毎週月曜 10:45-12:15 ません。現代の法の規定が，社
会の変化に伴ってどのようにして誕
初回講義予定：4月9日
生したのかを理解するうえで，法
聴講方法：対面
思想史の知識は欠かせないもの
会場：朝日大学穂積キャンパス
です。この講座では，歴史上の
変化を政治と経済面から振り返り，
近代化と個人主義化との間には
密接な関係があることを示します。

法思想史Ａ

社会政策の概念規定については従
岐阜経済大学 経済学部
菅谷 広宣（すがや ひろのぶ）教授 来より多様な議論がなされてきてい
開講日：毎週水曜 13:00-14:30 ますが，一般的には資本主義国家
による社会的諸問題，とりわけ労
初回講義予定：4月11日
働問題への対応策であり，資本主
聴講方法：対面
義社会の長期的かつ安定的な維
会場：岐阜経済大学
持を目的とする労働政策ということ
ができます。したがって，本講義では，
労働政策としての社会政策を理解
することを目的にします。
講義を通じて経済・社会と労働のあ
り方を理解するとともに，論理的思
考能力を身につけることを目標としま
す。

7月16日（月）海の日は授業実施日です。教科書は指定せず，資料
の引用を含む自前のプリントを配付して講義を進めます。[参考書]ジョン・
デューイ/清水訳『哲学の改造』（岩波文庫）/ジェイコブ・ブロノフスキー
『科学とは何か』（みすず）/ロバート・ハイルブローナー/八木他訳『入門
経済思想史』（筑摩学芸文庫）/他は講義と資料を通じて指示します。

生理学・運動生理学

British StudiesⅠ

岐阜経済大学 経営学部
篠田 知之（しのだ ともゆき）准教授
開講日：毎週水曜 9:10-10:40
初回講義予定：4月11日
聴講方法：対面
会場：岐阜経済大学

岐阜聖徳学園大学 外国語学部
テイラー クレア准教授
開講日：毎週火曜 9:00-10:30
初回講義予定：4月10日
聴講方法：対面
会場：岐阜聖徳学園大学
羽島キャンパス
教科書を購入してください。
England by Rachel
Bladdon. Macmillan. ISBN
978-023-0-43642-8 4月5
日（木）から本学丸善書店にて
販売します。

You learn about UK history，
culture， and everyday life
through lectures and videos. You
use a web/smartphone
application. This class is all
English， CEFR A2-B1 level
(TOEIC 300-660)

Eコマース論Ⅰ

インターネットの発達により国内は
もちろん国際的にも商取引の形態
がダイナミックに変貌しました。これ
までは，商社や大企業を中心とし
たビジネスが大半を占めていました
が，最近はメーカーや流通業の商
取引が急速に普及・拡大していま
す。本講義はこうした電子商取引
の仕組みや現状，そのメリットや問
題点などをテーマとしたものです。
ＩＴ活用によるデータ交換と情報
共有の進展と問題点をＥＤＩ，
ＣＡＬＳなどを通して学び，さらに
eビジネスにおける諸主体間の関
係性の特質や問題点をＳＣＭ
（ロジスティクス），ＣＲＭなどを通
して学びます。

生理学は「人間の正常なからだの
働きに関する学問」であり，運動
生理学は「運動によってからだにど
のような変化が生ずるのか，その
現象としくみを研究する学問」です。
スポーツ選手・指導者として最低
限必要な知識と理解を深め，体
育・スポーツ活動の現場において
参考図書：勝田茂編著『入門運動 活用できる基礎的能力を養うこと
生理学第4版』（杏林書院）（必 を目標とします。

要に応じて資料を配布するので，参
考図書の購入は必須ではありませ
ん）

マーケティング論

マーケティングとは，商品の価値実現
にかかわる体系的な対市場活動であ
岐阜経済大学 経営学部
り，一連の技法と思想体系から成っ
中西 大輔（なかにし だいすけ）准教授 ています。そこで，本講義では，特に
開講日：毎週木曜 13:00-14:30 寡占製造企業が，その価値実現の
ために，どのようなマーケティングを展
初回講義予定：4月12日
開しているのかということについて，
聴講方法：対面
マーケティング論の基礎というべき4P
会場：岐阜経済大学
（Product， Price， Place，
Promotion）を中心に学びます。

レジュメを配布して講義を行うため教科書は使用しませんが，基礎的
専門図書として下記参考書を推薦します。P. コトラー・K. L. ケラー
『マーケティング・マネジメント（第12版）』丸善出版，2014年。石
井淳蔵他『ゼミナール マーケティング入門（第2版）』日本経済新聞
社，2013年。番場博之編著『基礎から学ぶ流通の理論と政策（新
版）』八千代出版，2016年。

岐阜聖徳学園大学 経済情報学部
河野 公洋（こうの きみひろ）教授
開講日：毎週火曜 13:10-14:40
初回講義予定：4月10日
聴講方法：対面
会場：岐阜聖徳学園大学
岐阜キャンパス
適宜指示します。ノートのとり方に
注意してください。

代数学Ⅲ

英米の文学Ⅰ

岐阜聖徳学園大学 外国語学部 この授業はアメリカ文学を知り親
河原﨑 やす子（かわらさき やすこ）教授 しむことを目的とし，文学の背景
となる文化や歴史を理解し，実
開講日：毎週金曜 9:00-10:30
際に作品を読んで体験します。
初回講義予定：4月13日
子どもの物語，青春の物語，
聴講方法：対面
ヒーローの物語，老年の物語，
会場：岐阜聖徳学園大学
人種やジェンダー差別の物語，
羽島キャンパス
移民の物語に分類し，物語の
展開や作者の狙いを知り，英文

岐阜聖徳学園大学 教育学部
山内 紀夫（やまうち のりお）教授
開講日：毎週火曜 14:50-16:20
初回講義予定：4月10日
聴講方法：対面
会場：岐阜聖徳学園大学
羽島キャンパス

毎回，予習が必要です。作品や作 もじっくり味わいます。受講生は
家をあらかじめ調べてきてください。 紹介した作品から1作選び読ん

教科書は使用しません。

基礎から学ぶ中国語Ⅰ

地学Ⅲ

岐阜聖徳学園大学 外国語学部
矢野 賀子（やの のりこ）教授
開講日：毎週木曜 14:50-16:20
初回講義予定：4月12日
聴講方法：対面
会場：岐阜聖徳学園大学
羽島キャンパス

岐阜聖徳学園大学 教育学部
川上 紳一（かわかみ しんいち）教授
開講日：毎週火曜 13:10-14:40
初回講義予定：4月10日
聴講方法：対面
会場：岐阜聖徳学園大学
羽島キャンパス

でレポートを作成します。

『基礎から学ぶ中国語』（練習問
題を含む）を（本学LMS
「Manalog」から）ダウンロードで
きます。

この授業は中国語の入門を終えた
学生を対象とし、中国語の造語、
文の組み立ての基本法則を短文読
解や作文を通じて学びます。テキス
トは12課で構成され、本文の新出
単語、文法ポイントを解説した後、
読みの練習をします。毎課本文学
習後、リスニング、日本語訳、中国
語訳等の練習問題をします。

経済学概論Ⅰ
実社会において経済システムがど
のように機能しているかについて講
義します。中心となる基本概念は
市場メカニズムです。いわゆる需
要と供給の力関係によって均衡
価格と均衡需給量が決定される
ことを考えます。たとえば一般的な
財貨(商品)市場であったり，生
産要素（労働・資本・土地）市
教科書を購入してください。岩田 場が考えられます。具体的な事
規久男『経済学への招待』（新世 例を挙げて紹介する予定です。
本や時事問題もあつかいます。
社）1800円＋税

岐阜聖徳学園大学 教育学部
宮川 典之（みやがわ のりゆき）教授
開講日：毎週木曜 10:40-12:10
初回講義予定：4月12日
聴講方法：対面
会場：岐阜聖徳学園大学
羽島キャンパス

教科書を購入してください。「縞々学
‐リズムから地球史に迫る」川上紳一
（2015）（東京大学出版会）参考
資料 高等学校理科教科書：地学基
礎および地学。「地学図論」数研出版。

代数方程式の解法を通して，体
や群などの代数構造の基本と数
学的意義を理解します。高校まで
に学修した2次方程式の解法を
振り返ることから始めて，3， 4次
方程式の解法を考察し，方程式
の解法は単なる式の変形などのテ
クニックに止まらず，数体と置換群
の概念につながるものであることを
理解し，それらの基本事項を学
修します。応用として，群の考察
を通して，5次以上の方程式が
代数的には解けないことを理解し
ます。

地球は，大陸と海洋があり，
多様な生き物が生息する宇宙
の中でもユニークな天体です。
地球の歴史で起こった大事件の
解明や，地球環境変動の理
解には，地球をシステムとして
捉えることが必要です。地球惑
星科学における異分野融合研
究について，事例を取り上げ，
研究者の発想法や問題解決の
方法を学びます。また，そうした
研究で得られた科学の進歩や，
最新の地球観について理解しま
す。

本講義は，諸宗教を概観した上
で，特に仏教精神を学びます。仏
教精神は，インドのカースト制を否
定するなど，生命の平等性を示す
岐阜聖徳学園短期大学部
ものであり，「縁起」，「諸行無常」
幼児教育学科
蜷川 祥美（にながわ さちよし）教授 などの思想によって，生命のつなが
りとはかなさを知らせ，その尊厳性
開講日：毎週火曜 9:00-10:30 を示すものです。また，聖徳太子
初回講義予定：4月10日
の仏教信仰は，あらゆる生命の平
等性に目覚め，他者に寛容な心
聴講方法：対面
を持ち，他者の救済を目指すこと
会場： 岐阜聖徳学園大学
短期大学部岐阜キャンパス を志向するものであり，同じく親鸞
聖人の仏教思想も，あらゆる生命
教科書『岐阜聖徳学園大学宗教学 を救う阿弥陀仏の心に気づいて，
ノート』，蜷川祥美・河智義邦著，丸 自らを律し，浄土往生，即ち生
善雄松堂，ＩＳＢＮ978-4-8419- 死を超えた理想の心の実現を目指
4002-2。適宜，プリント等を配布しま すものです。これらを学ぶことは，人
類共通の「生命とは何か」といった
す。
命題の答えを探ることにもなります。

宗教学

岐阜聖徳学園大学
羽島キャンパス

岐阜聖徳学園大学・
岐阜聖徳学園大学短期大学部
岐阜キャンパス

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜は
岐阜県内の大学・短大・高等専門学校等と岐阜県
が共同で組織する連合体です。「だれでも・いつでも・どこで
も」高等教育を受講できる機会を地域のみなさんに提供しています。

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜の加盟校（23校）
岐阜大学 岐阜県立看護大学 岐阜薬科大学 岐阜経済大学 岐阜女子大学
朝日大学 岐阜聖徳学園大学 東海学院大学 中京学院大学 中部学院大学
岐阜医療科学大学 岐阜市立女子短期大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部
東海学院大学短期大学部 中部学院大学短期大学部 大垣女子短期大学 中日本自動車短期大学
岐阜保健短期大学 高山自動車短期大学 平成医療短期大学 岐阜工業高等専門学校
情報科学芸術大学院大学 放送大学岐阜学習センター

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜
岐阜市吉野町６－３１ 岐阜スカイウイング37東棟４階
岐阜大学サテライトキャンパス内（場所は見開きのページの地図参照）
TEL：058-212-0393 FAX：058-212-0391

受講方法

科目により、授業の受講方法が異なります。受講を希望される授業が下記のいずれかの受講方法
かを、ご確認ください。

対面

ｅラーニング

講師との対面授業で，大学生等と同じ教室
での受講になります。
なお，募集の定員を超える場合は先着順に
なりますので，あらかじめご了解願います。

インターネットに接続したパソコン等で，ご都合の
よい時間に受講できます。
質疑応答は，科目に設けられたフォーラムへの投
稿または電子メール等を利用して行います。
映像等の配信期間は，各講義日の概ね３日
後から８月下旬までです。授業により異なります。

アクセス地図（概略）

岐阜大学

JR穂積駅

岐阜大学
サテライト
キャンパス

岐阜スカイ
ウィング37

穂積中原

朝
日
大
学

■ファミリーマート
ガソリンスタンド■

穂積高野

■ミニストップ

岐阜薬科大学
三田洞キャンパス

JR岐阜駅

名鉄岐阜駅

申込方法
科目と受講方法を確認のうえ，ネットワーク大学コンソーシ
アム岐阜のホームページにある，申込フォームを利用して申
込みください。折り返し，講義室の場所，受講料の振込方
法などの案内を郵送いたします。
また，FAXでも申込みいただけます。その際はFAX用受講
申込書をご利用ください。

申込締切 平成30年4月27日(金)
受講料：１科目につき
社会人 5,000円 高校生

無料

問合せ先・申し込みページ
検索ワード

コンソ 岐阜

TEL：058-212-0393 FAX：058-212-0391
メールアドレス info@gifu-uc.jp
ホームページ http://www.gifu-uc.jp/
上記トップページの「社会人公開授業」をクリックし，表示されたページの下方に，
申し込みフォームのページへのリンクがあります。

